様式第１号（第３条関係）

新得町ふるさと納税（寄附金）申込書
令和
新 得 町 長

年

月

日

様

私は、新得町を応援するために次のとおり寄附をしたいので、申し込みします。
ふ
り
が
な
生 年 月 日
氏名（団体名）【必須】

年

月

性別

日

〒
住

所【必須】

電 話 番 号【必須】
メ ー ル ア ド レ ス
寄 附 金 額【必須】

円
選択欄
①
②
③
④
⑤
⑥

寄附金の使途【必須】
※右の選択欄のいず
れかにチェックをお願
いします（１つのみ）

寄附金の納付方法

事

業

の

種

類

町長にお任せ
地域振興に関する事業（子育て、教育、福祉、農林業、観光振興等）

森林、水資源等に関する事業
公共施設に関する事業
街並み美化に関する事業
歴史・文化・スポーツの振興

該当の□をチェックしてください。（その他の金融機関からの納付及び現金書留
の場合は、手数料をご負担ください。）
払込取扱票（郵便局）

その他の金融機関からの納付

現金書留

現金持参

※クレジットカード・ドコモケータイ払いでの納付は、インターネット「ふるさとチョイス」をご利用の方に限られます。

寄附者の氏名、住所（市町村名まで）、寄附額、使途の情報を、町広報紙など
寄 附 に 関 す る に掲載することについて、いずれかをチェックしてください。
情 報 公 開 等
掲載に同意する
掲載に同意しない
匿名での掲載に同意する
（団体の方は、原則上記の情報を公開させていただきます。）
新得町にふるさと納税を
するキッカケとなったの
は次のどちらですか。

新得町への寄附は何
回目ですか。

ふるさとチョイス

町ホームページ

テレビ

雑誌

新聞

その他（

初めて

２回目

３～５回目

）

５回以上

新得町へのメッセージや、ご意見等がありましたらお書きください。
ご意見・連絡事項等
ふるさと納税ワンストップ特例を希望しますか。
（ワンストップ特例とは「確定申告をする必要のない給与所得者等であること」「寄附先が５自治体
以内」の両方に該当する方が対象です）

希望する

希望しない

お問い合わせ先
〒081-8501 北海道上川郡新得町３条南４丁目２６番地
新得町役場（一般社団法人新得町観光協会） ℡ 0156-64-0522 FAX 0156-64-6464
※ご記入いただきました個人情報は、寄附金に関する事務以外に利用することはありません。

地場産品等選択届（兼発注票）
9,000円以上のご寄付をいただいた新得町外にお住まいの個人の方には、記念品として新得町の
地場産品を贈呈させていただきます。
ご希望の商品を一つ選択して、該当の□にチェックをしてください。
ふ

り

が

な

氏

名

住

所

電

話

番

寄付金額
9,000円以上～

10,000円以上～

11,000円以上～

12,000円以上～

〒

号
選択欄

商品名
A-0901 新得そばギフト(S-35)
A-0902 新得半生そば＆つゆセット
A-0903 新得八割そば＆つゆセット
B-1006 新得そばの館 手作りレース枕
D-1006 北海道産【牛コマ切れ肉】“特盛”1,320g
D-1007 北海道産【牛挽き肉】“特盛”1,500g
F-1027 共働学舎新得農場チーズセット2021秋イチョウ（10月15日まで）
L-1007 香り高くしっかりとした味のぼたんそば 若原蕎麦 6束
L-1008 ワカハラ農業でおいしく育ったぼたんそば 6束
T-1004 新得・お蕎麦のアフタヌーンティーセット
T-1005 新得バラエティセットⅢ
X-1002 ドッグフード（間食用）わかふじのおやつジャーキーセット
Y-1003 カルシの森の特選 原木椎茸(生･乾)詰め合わせセット
Y-1004 カルシの森の特選 原木椎茸(生)
AC-1001 疫病退散！しんとく焼きアマビエセット（数量限定）
AD-1001 ほっこうミルクののむヨーグルトBセット
AF-1001 幸せの青い玉子セット
B-1101 新得そばの館 特製手打ちそばセット
D-1101 北海道新得町「上田のラム肩ロースジンギスカン」1,500g
R-1101 TAC十勝川ラフティングツアー（有効期限：１年間）
AD-1101 ほっこうミルクののむヨーグルトAセット
A-1202 【2021年産】新そばセット
A-1201 新得そばギフト(S-50)
D-1202 北海道産豚ロース「上田の特製味付ポークセット」 1,350g
D-1203 十勝産「上田の牛肉ハンバーグ」1,500g
D-1204 味付けなし生ラム肩ロース1,000g（つけダレ付き）
D-1205 北海道産エゾ鹿肉 食べ比べセット
E-1202 新得地鶏 串焼きセット
E-1204 新得地鶏炭火焼きセット
E-1205 新得地鶏手羽チャーシューセット
F-1201 共働学舎新得農場チーズセット2021秋カエデ（10月15日まで）
H-1201 山のホエー漬ひものセット
K-1201 北海道十勝熊っこそば１２入セット【瀬戸内商事】
K-1202 北海道十勝五割そば（おいしいそば）１０入セット【瀬戸内商事】

12,000円以上～

13,000円以上～

14,000円以上～

15,000円以上～

16,000円以上～

17,000円以上～
19,000円以上～

20,000円以上～

22,000円以上～
24,000円以上～
25,000円以上～
30,000円以上～
35,000円以上～
37,000円以上～

40,000円以上～

50,000円以上～
150,000円以上～
お問い合わせ先

K-1203《北海道十勝》新得町産そば粉×３袋【瀬戸内商事】
K-1204 北海道十勝・新得町産そばの実【瀬戸内商事】
L-1201 ほっくり甘い！完熟かぼちゃ（12月頃まで）
M-1201 北海道十勝新得町おいしい水「雫、巡る」
R-1201 TAC十勝川ラフティング＆カヌーツアー（有効期限：１年間）
R-1202 ＴＡＣエアーボードツアー（有効期限：１年間）
S-1201 ～TOMCAN～VENISON えぞ鹿ジビエ缶詰セット
Z-1201 大晶ファームの【大晶そば】
I-1301 トムラウシ温泉東大雪 お楽しみ券 5,000円相当（有効期限：１年間）

K-1303 北海道寿蕎麦「八割」kotobuki soba×6袋【瀬戸内商事】
K-1401 半生蕎麦 hannama soba（細麺）【瀬戸内商事】
K-1402 半生蕎麦 hannama soba（太麺）【瀬戸内商事】
O-1402 麦芽とそばとホップの発泡酒 ＳＯＢＡＣＯ（６本入り）
A-1401 新得そば茶12箱
A-1504 新得韃靼そば茶12箱
D-1503 北海道産エゾ鹿肉「上田のエゾ鹿肉セット」
D-1502 北海道新得町「上田のラム肩ロースジンギスカン」 2,000g
N-1501 【シオクリ シントク】くったりセット
N-1502 【シオクリ シントク】さほろセット
N- 1503【シオクリ シントク】かみさほろセット
N-1504【シオクリ シントク】にいないセット
O-1502 原氣蕎麦 五割 10袋
G-1601 ふるさと(ぱんぱか・十勝蒸留所) PK-752
G-1602 ふるさと(十勝無敗・十勝蒸留所) JK-752
AE-1601 エゾリスの谷のチーズとはら農場のSOBACOのセット
G-1701 ふるさと(ほっかいどう・十勝蒸留所) HK-752
G-1702 ふるさと(ナキウサギ・十勝蒸留所) TK-752
G-1703 ふるさと３本セット (JTP-73)
A-1901 新得そばの実 3㎏
J-2003 ジャージー牛 すき焼き＆加工品セット
J-2004 ジャージー牛 焼肉＆加工品セット
Ｓ-2002 新得町産お肉の缶詰セット（紙箱入り）
X-2003 かたあわせcube
G-2201 ふるさと４本セット (JTPH-74)
K-2401【北海道十勝】新得町産そば粉×６袋【瀬戸内商事】
Ｓ-2501 新得町産お肉の缶詰セット（新得町産カラマツ木箱入り）
N-3004 さほろ焼酎 全品が飲めるセット(B-01)
X-3501 きこりのつみき・大２段（５１P）【ふた付き】
I-3701 トムラウシ温泉東大雪荘 ペア宿泊券（有効期限：１年間）
K-4001 北海道寿蕎麦「八割」kotobuki soba×20袋【瀬戸内商事】
N-4001 さほろ焼酎 全品が＼たっぷり／飲めるセット(A-01)
O-4003 原氣蕎麦 十割・無塩 20袋（数量限定）
O-4004 麦芽とそばとホップの発泡酒 SOBACO（20本入り）
D-5002 十勝和牛「上田の黒牛」セット 1,100g
D-9003 上田の肉三昧セット≪計6kg以上≫【5ヶ月定期便】
〒081-8501 北海道上川郡新得町３条南４丁目２６番地

新得町役場 一般社団法人新得町観光協会 ℡ 0156-64-0522 FAX 0156-64-6464
※ご記入いただきました個人情報は、寄附金に関する事務以外に利用することはありません。

